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会 員 各 位  

 

公益社団法人 全日本病院協会 

会 長 猪口 雄二 

一般社団法人 日本医療法人協会 

会 長 加納 繁照 

  

（公社）全日本病院協会・（一社）日本医療法人協会 共催 

２０２２年度 臨床研修指導医講習会 オンライン開催のご案内 

 

 

 平素は、（公社)全日本病院協会、（一社)日本医療法人協会の活動につきまして、ご協力とご支援を

賜り厚くお礼申し上げます。 

 本講習会を本年度もオンデマンド型研修とライブ型研修を組み合わせた形式で、開催する運びとな

りました。 

 「指導医講習会」は様々な関係機関で実施されておりますが、本講習会は、会員病院の皆様方が、

自院をより良い臨床研修病院にするために、病院における臨床研修の位置づけを理解し、研修指導体

制の確立に必要な情報を収集し、継続的に教育・研修体制の向上に努めていく姿勢を身につけること

を目的として、これまでの「指導医講習会」とは違った視点からの講習会プログラムとしております。 

 「医師法第 16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」において、指導

医は、原則として、内科、救急部門、外科、麻酔科（部門）、小児科、産婦人科及び精神科及び一般

外来の診療科（部門）並びに当該研修プログラム独自で必修科目としている診療科（部門）に配置さ

れており、個々の指導医が、勤務体制上指導時間を十分に確保できることが求められております。指

導にあたっては研修医５人に対して指導医が１人以上配置されている必要があり、指導医は指導医養

成講習会を受講していることが必要です。 

 本講習会は厚生労働省の開催指針にのっとった指導医養成講習会となっておりますので、会員病院

の皆様方におかれましては、是非ともご参加をご検討いただきますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 【問合先】 

（公社）全日本病院協会事務局 担当：久下、山崎 

〒101-8378 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8 住友不動産猿楽町ビル7Ｆ 

FAX：03-5283-7444 E-mail: igyoukeiei@ajha.or.jp 



開催要領 

 

１．日 時：２０２３年１月９日（月）～1 月22 日（日）オンデマンド型研修 

２０２３年１月29 日（日）９：30～17：15 オンラインライブ型研修 

      ２０２3 年１月30 日（月）～2 月12 日（日）オンデマンド型研修 

2０２3 年2 月19 日（日）９：30～17：15 オンラインライブ型研修 

 ※オンデマンド型研修は、上記期間内に2 時間程度の動画視聴による講義受講とレポート提出。 

  ※オンラインライブ型研修は、Zoom を使用して上記日時に研修に参加。 

  ※上記すべてのプログラムにご参加いただく必要があります。 

 

２．定 員：３２名（先着順を原則と致しますが、できるだけ多くの病院が参加出来るように、参加希望

者が多い施設には調整をお願いする場合があります。ご了承下さい。） 

 

３．対 象：①臨床研修病院又は研修協力施設 

      ②臨床研修病院又は研修協力施設への申請を検討している施設 

①・②において7 年以上の臨床経験を有する医師 

 

４．実施内容 

  (1) セミナー形式：ワークショップ形式（小グループでの作業と全体発表の組み合わせ） 

  (2) テーマ：①医師臨床研修制度の理念・概要 

②より魅力的な教育研修病院になるために 

③カリキュラム作成（医学・医療における倫理性、診療技能と患者ケア、コミュニケー

ション能力、チーム医療の実践、医療の質と安全の管理、社会における医療の実践、科

学的探求、生涯にわたって共に学ぶ姿勢） 

④研修医が研修病院に求めること 

⑤指導医の在り方 

⑥研修医のメンタル・ヘルス、他 

  (3) 研修指導者：（予定） 

     1)ディレクター   須田 雅人（全日本病院協会 常任理事） 

     2)チーフタスクフォース  江村 正（佐賀大学病院 佐賀県医師育成・定着支援センター 特任教授） 

     3)タスクフォース 武岡 宏明（福岡大学医学部 医学教育推進講座 講師） 

柴田 聡（JA 秋田厚生連 秋田厚生医療センター 消化器外科 副院長、 

臨床研修管理委員会 副委員長） 

                      次橋 幸男（公益財団法人天理よろづ相談所  法人事務局 企画準備室  

次長／白川分院 在宅世話どりセンター 医員） 

              佐土原 道人（熊本大学病院 地域医療・総合診療実践学寄附講座 特任助教） 

                      織田 良正（社会医療法人 祐愛会織田病院 総合診療科 部長） 

     4)協力者     安藤 裕貴（杏嶺会一宮西病院 総合救急部 救急科） 

              吉村 学（宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座 教授） 

初期研修修了者３名 



 

 

５．参 加 費：【会員】６６，０００円（税込・本体価格：60,000 円）※資料代を含む 

【非会員】８８，０００円（税込・本体価格：80,000 円）※資料代を含む 

※参加費振込み後のキャンセルにつきまして、参加費の返金はいたしませんのでご了承下

さい。資料の発送をもってかえさせていただきます。 

 

 

６．修了証書：本研修を修了した参加者に対して両協会会長及び厚生労働省医政局長の連名の「修了証書」 

を交付いたします。 

なお、厚生労働省の指針により、１６時間以上の受講が必要となりますので、遅刻・早退 

した場合には「修了証書」が発行できませんので、ご了承下さいますようお願いいたします。 

 

 

７．申込方法  

①全日本病院協会ホームページ( https://www.ajha.or.jp/)より 

「教育研修」を選択し、本研修の申込み画面をお開き下さい。 

※スマートフォンをお持ちの方は右記QR コードよりアクセス可能です。 

※すでに定員に達している場合お申込みいただけない場合がございます。 

②研修申込み画面より必要事項を入力し、受講者情報を送信してください。 

※送信後、ご登録頂いたメールアドレスへ自動返信メールが届きます。 

③申込受理後、ご登録のメールアドレスへ振込先等を記載した 

申込確認メールが届きます。送付された案内をご確認のうえ、 

参加費を指定期日までにお振込ください。 

 

８．締 切 日：20２2 年12 月16 日（金）（定員に達し次第、締切となります） 

 

９．オンライン研修会お申し込み時の注意 

【必要環境】 

・安定したインターネット接続できるパソコン（推奨）・タブレット・スマートフォン。 

※インターネット接続は通信や電波状態が安定する「有線LAN」をお勧めします。 

※通信容量に制限のあるモバイルルーター等で参加されると、環境によっては通信容量の上限を超

え、接続速度等に制限がかかる恐れがあります。 

  ・1 名につき1 台のPC 等通信端末をご用意ください。 

※ 複数名がご所属の病院等同じ部屋から参加する場合は、ハウリング防止のため必ずイヤホンをご

使用ください。 

・カメラとマイク  

パソコンに内蔵されていない場合は外付けを用意してください。 

 

 

お申込み用QR コード 

  
※お手持ちのスマートフォン

等で読み取ると直接申込フォ

ームへアクセスできます。 
 



 

【参加に関する注意事項】 

・Web 会議システム（Zoom）を使用します。 

※グループワーク時はブレイクアウトセッション機能を使用いたします 

※サインアップ（無料登録）を済ませておく必要があります。 

・当日のログイン方法等につきましては、後日、お申込者に電子メールにてご連絡します。 

 

【Zoom について】 

・研修会の参加前にZoom のバージョンアップデートを済ませておいてください。 

 

 【資料について】 

  ・2023 年1 月9 日（月）からのオンデマンド型研修に間に合うように、申込時にご登録いただい    

   たご住所宛に郵送します。 

【参加にあたってのお願い】 

・接続テストの日時は後日、電子メールにて案内いたします。 

・今後の研修会の改善資料とするため、研修会は録画致しますのでご了承ください。 

 

10．お問合せ：(公社)全日本病院協会事務局 担当：久下・山崎 

〒101-8378 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8 住友不動産猿楽町ビル7F 

FAX：03-5283-7444 Email：igyoukeiei@ajha.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜プログラム（予定）＞ 

【オンデマンド型研修】2023 年 1 月 9 日（月）～1 月 22 日（日） タイムテーブル 

時  間 実 施 内 容 

30 分 ■医師臨床研修制度の理念・概要           【厚生労働省】 

30 分 ■医師の働き方改革と臨床研修            【厚生労働省】 

40 分 ■医師臨床研修指導ガイドライン（2020 年度版）解説 【江村 正】 

20 分 
■働き方改革の時代に、研修医にどのような自己研鑽を促すか？ 

【小レポート】         

※プログラム内容については、変更になる場合があります。 

 

【オンラインライブ型研修】2023 年 1 月 29 日（日）9：30～17：15 タイムテーブル 

09:30-09:45 15 分 
■開会式，開会挨拶             全日本病院協会 役員 

■趣旨説明■タスクフォース、事務局の紹介       【江村 正】                

09:45-09:55 10 分 ■ワークショップとは                 【江村 正】 

09:55-10:15 20 分 
■研修、学習、教育で思いつくキーワード、自己紹介 

■アイスブレーキング（グループ討論）         【江村 正】 

10:15-10:50 35 分 
■働き方改革の時代に、研修医にどのような自己研鑽を促すか？ 

 （グループ討論）                 【柴田 聡】 

10:50-11:00 10 分 休憩 

11:00-11:45 45 分 
■今、卒前教育はどうなっているか？臨床実習と初期研修の違いは？ 

           【武岡 宏明】 

11:45-11:55 10 分 休憩 

11:55-12:25 30 分 ■到達目標、研修方略                  【江村 正】 

12:25-13:15 50 分 昼食休憩 

13:15-14:05 50 分 ■研修方略の作成（グループ作業）            【江村 正】 

14:05-14:35 30 分 ■研修方略の作成（全体発表）             【江村 正】 

14:35-14:45 10 分 休憩 

14:45-15:55 70 分 ■研修評価                     【佐土原道人】 

15:55-16:05 10 分 休憩 

16:05-16:55 50 分 ■フィードバックの技法（2 人1 組のロールプレイ）  【次橋 幸男】 

16:55-17:05 10 分 ■第1日目の評価                   【江村 正】 

17:05-17:15 10 分 ■講習会の今後の進め方の説明             【江村 正】 

※プログラム内容については、変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 



 

＜プログラム（予定）＞ 

【オンデマンド型研修】2023 年 1 月 30 日（月）～2 月 12 日（日） タイムテーブル 

時  間 実 施 内 容 

50 分 ■指導医のあり方（指導医川柳特選）          【吉村 学】 

10 分 ■指導医のあり方を視聴して学んだこと        【小レポート】 

30 分 ■My ミニカリキュラムの作成            【江村 正】 

30 分 ■研修医のストレス・メンタルヘルス         【江村 正】 

※プログラム内容については、変更になる場合があります。 

 

【オンラインライブ型研修】2023 年 2 月 19 日（日）9：30～17：15 タイムテーブル 

09:30-09:35 5 分 ■第1日目の評価                   【江村 正】                

09:35-10:10 35 分 ■My ミニカリキュラム（発表）（グループ討論）      【江村 正】 

10:10-11:10 60 分 
■特別講演「研修医が研修病院に求めること」 

  初期研修修了者３名               【織田 良正】 

11:10-11:20 10 分 休憩 

11:20-12:10 50 分 ■「理想の研修病院」（仮題）             【安藤 裕貴】 

12:10-13:00 50 分 昼食休憩 

13:00-13:50 50 分 ■病院の経営における教育・研修の位置付け         【次橋 幸男】 

13:50-14:00 10 分 休憩 

14:00-14:45 45 分 ■手技的スキルの指導とコーチング            【柴田 聡】 

14:45-14:55 10 分 休憩 

14:55-16:00 65 分 
■より魅力的な教育研修病院になるために（グループ作業） 【柴田 聡】 

16:00-16:10 10 分 休憩 

16:10-16:50 40 分 ■より魅力的な教育研修病院になるために（発表）    【柴田 聡】 

16:50-17:00 10 分 ■明日から始める指導医の行動変容           【江村 正】 

17:00-17:10 10 分 ■第2日目の評価                   【江村 正】 

17:10-17:15 5 分 ■閉会式・修了証書授与                【江村 正】 

 

※プログラム内容については、変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 


